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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,518 ― 394 ― 478 ― 207 ―

20年3月期第1四半期 2,655 1.5 398 13.6 418 13.8 110 △41.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 15.24 ―

20年3月期第1四半期 8.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 28,050 12,997 39.8 818.29
20年3月期 28,229 12,777 39.0 807.94

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,162百万円 20年3月期  11,020百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 9.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 5,568 ― 740 ― 762 ― 369 ― 27.05
通期 11,440 2.5 1,546 7.9 1,560 5.3 750 67.4 54.98

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
（１）上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる場合があります。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  14,000,000株 20年3月期  14,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  359,208株 20年3月期  359,208株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  13,640,792株 20年3月期第1四半期  13,641,040株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格や資源価格の高騰の影響から、企業業績は総じて伸び悩み個人消費も

横ばいと、全体的に低調に推移いたしました。当社グループにおける事業環境は、原油高による原料高や為替変動によ

る仕入れコストの上昇、またサブプライムローン問題による世界的な金融不安の広がり、企業収益や賃金・雇用への悪

影響から景気の先行き不透明感が増すなど、個人消費にかげりが見られ引き続き厳しいものとなりました。 

(1) 繊維事業 

繊維事業においては、ギフト市場の繊維品離れや天候に左右されやすい寝具製品市場などを考慮した営業戦略を展開

しておりますが、市況の冷え込みにより売上は伸びず厳しい状況となりました。原糸販売は、ポリエステル糸は織物向

けを中心に、紡績糸はアクリル糸・スパンポリエステル糸が順調に推移いたしましたが、レーヨン糸の市況の低迷によ

る減収をカバーできずに僅かな減収になりました。麻織物はリネン原料の不作やユーロ高による仕入れコストの上昇が

続き減収となりました。アパレル関係は法人ユニフォームや百貨店関連、さらにスポーツ関連商品が堅調に推移して増

収となりました。ニット製品は全体の売上が伸びず、レディースカジュアル品に新たなブランドライセンスを取得して

直接小売店販売を展開いたしましたが減収となり、刺繍レースは服地品・付属品ともに低迷して減収になりました。寝

装品はギフト市場の繊維品離れの影響から、回復見込みの薄い営業部門を縮小したこと、毛布事業の春夏商品の販売不

振が響き大幅な減収となりました。 

この結果、繊維事業の第１四半期の売上高は11億16百万円(前年同期比16.5％減)となりました。 

(2) 不動産活用事業 

不動産活用事業においては、昨年11月に増床リニューアルグランドオープンした「イオンモール川口キャラ」の増床

効果は、「回遊型ショッピング」ができるというお客様の利便性の向上が高く評価され、ショッピングモール全体の集

客能力は拡大、あわせて当社の事業収入が増加してさらに安定した収益基盤を拡充できました。またゴルフ練習場は、

若年層の増加と身近なレジャー志向が進むなど引き続き増収となりました。 

この結果、不動産活用事業の第１四半期の売上高は11億85百万円(前年同期比7.4％増)となりました。 

(3) その他の事業 

その他の事業においては、ギフト事業部の慶弔ギフト品販売は、販売エリアの獲得効果による施行件数の増加や法事

拡販につながり大幅な増収となりました。自動車板金塗装修理事業は、トヨタ生産方式の定着とネッツトヨタ東埼玉㈱

との連携強化により増収となりました。インテリア施工事業は、一般工事の受注に努めましたが、大型商業施設関連の

工事が減少したため減収になりました。緑化事業は、大手事務機販売会社への自動給水プランターの販売やレンタル事

業の拡販が進み増収となりました。 

この結果、その他の事業の第１四半期の売上高は２億17百万円(前年同期比1.3％増)となりました。 

以上の結果、当社グループの第１四半期の売上高は、25億18百万円(前年同期比5.1％減)、営業利益は３億94百万円

(前年同期比0.9％減)、経常利益は４億78百万円(前年同期比14.2％増)、四半期純利益は、２億７百万円(前年同期比

88.7％増)となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、現金及び預金が増加しましたが、受取手形及び売掛金や有価証券の償還による減少、及び有形固定資産の

減価償却の実施が進んだことにより、前連結会計年度末に比べ１億78百万円減少して280億50百万円となりました。 

負債は、短期借入金及び長期借入金の返済が進んだことにより、前連結会計年度末に比べ３億98百万円減少し150億

52百万円となりました。また、純資産は四半期純利益の計上及び繰延ヘッジ損益や少数株主持分の増加により、前連結

会計年度末に比べ２億19百万円増加し129億97百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、概ね計画どおりに推移いたしました。したがいまして、平成20年５月21日に公表いたしまし

た平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸高を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14

号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務

諸表を作成しております。 

 ② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第１

四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

に変更しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であり、セグメント情報の影響額の記載

を省略しております。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成 20 年６月 30 日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,448,043 1,813,809

受取手形及び売掛金 1,353,524 1,704,658

有価証券 67,152 361,372

商品及び製品 804,724 773,800

仕掛品 31,051 34,760

原材料及び貯蔵品 18,398 18,777

その他 327,629 370,607

貸倒引当金 △15,266 △2,631

流動資産合計 5,035,258 5,075,155

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物(純額) 13,078,433 13,286,015

土地 5,504,477 5,504,766

その他(純額) 100,183 107,264

有形固定資産合計 18,683,094 18,898,046

無形固定資産 76,303 76,399

投資その他の資産 

投資有価証券 3,812,974 3,730,306

その他 512,970 460,153

貸倒引当金 △70,135 △10,778

投資その他の資産合計 4,255,809 4,179,682

固定資産合計 23,015,207 23,154,127

  資産合計 28,050,465 28,229,283
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(単位：千円) 

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成 20 年６月 30 日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 640,214 590,320

短期借入金 50,000 350,000

１年内返済予定の長期借入金 210,000 210,000

未払法人税等 159,326 165,687

賞与引当金 84,427 103,463

役員賞与引当金 9,802 38,460

その他 872,778 823,799

流動負債合計 2,026,549 2,281,730

固定負債 

長期借入金 1,802,500 1,855,000

退職給付引当金 342,528 361,213

役員退職慰労引当金 155,153 164,080

長期預り保証金 10,062,284 10,060,498

その他 663,793 729,001

固定負債合計 13,026,259 13,169,793

負債合計 15,052,809 15,451,523

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,402,000 1,402,000

資本剰余金 868,685 868,685

利益剰余金 8,833,606 8,745,366

自己株式 △251,947 △251,947

株主資本合計 10,852,344 10,764,103

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 318,664 312,324

繰越ヘッジ損益 △8,948 △55,526

評価・換算差額等合計 309,715 256,797

新株予約権 13,068 10,857

少数株主持分 1,822,528 1,746,000

純資産合計 12,997,656 12,777,759

負債純資産合計 28,050,465 28,229,283
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(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

 
(単位：千円) 

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月 １日  

  至 平成 20 年６月 30 日） 

売上高 2,518,713 

売上原価 1,763,998 

売上総利益 754,715 

販売費及び一般管理費 359,768 

 営業利益 394,947 

営業外収益  

受取利息 18,532 

受取配当金 34,216 

有価証券運用益 47,810 

その他 31,338 

営業外収益合計 131,896 

営業外費用  

支払利息 32,696 

持分法による投資損失 13,247 

その他 2,470 

営業外費用合計 48,415 

 経常利益 478,428 

特別利益  

固定資産売却益 1,214 

投資有価証券売却益 39,760 

特別利益合計 40,974 

特別損失  

投資有価証券評価損 6,839 

貸倒引当金繰入額 63,196 

特別損失合計 70,036 

 税金等調整前四半期純利益 449,366 

 法人税、住民税及び事業税 166,262 

 法人税等調整額 △5,513 

 法人税等合計 160,748 

 少数株主利益 80,762 

 四半期純利益 207,855 

 



サイボー㈱ (3123) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

 ７

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成 20 年４月 １日  

  至 平成 20 年６月 30 日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 449,366 

減価償却費 222,626 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 71,992 

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,035 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,657 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,685 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,926 

受取利息及び受取配当金 △52,748 

支払利息 32,696 

持分法による投資損益（△は益） 13,247 

有価証券運用損益（△は益） △47,810 

投資有価証券売却損益（△は益） △39,760 

投資有価証券評価損益（△は益） 6,839 

売上債権の増減額（△は増加） 293,831 

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,834 

仕入債務の増減額（△は減少） 49,893 

その他 76,325 

小計 974,362 

利息及び配当金の受取額 55,421 

利息の支払額 △32,696 

法人税等の支払額 △170,623 

営業活動によるキャッシュ・フロー 826,463 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △40,000 

有価証券の売却による収入 350,000 

有形固定資産の取得による支出 △9,696 

有形固定資産の売却による収入 3,012 

投資有価証券の取得による支出 △149,875 

投資有価証券の売却による収入 130,000 

定期預金の増減額（△は増加） 54,231 

貸付金の回収による収入 4,600 

その他 △1,970 

投資活動によるキャッシュ・フロー 340,301 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 50,000 

短期借入金の返済による支出 △350,000 

長期借入金の返済による支出 △52,500 

配当金の支払額 △119,614 

少数株主への配当金の支払額 △6,184 

財務活動によるキャッシュ・フロー △478,298 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 688,466 

現金及び現金同等物の期首残高 1,430,002 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,118,469 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四

半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

①事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） (単位：千円)

 繊維事業 
不動産 
活用事業 

その他の 
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 1,116,505 1,185,149 217,058 2,518,713 － 2,518,713

(2)セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

－ 4,245 9,850 14,096 (14,096) －

計 1,116,505 1,189,395 226,909 2,532,810 (14,096) 2,518,713

営業利益又は営業損失(△) △47,049 442,881 △885 394,947 － 394,947

（注）１ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

事業区分 主 要 製 品 

繊維事業 レーヨン糸、合繊糸、麻生地、ニット製品、刺繍レース、ユニフォーム 

寝装寝具品、衣料品、販促商品の販売 

不動産活用事業 商業施設賃貸業、ゴルフ練習場・自動車教習所の運営、ビルメンテナンス 

その他の事業 自動車の板金塗装修理、ギフト商品の販売、インテリア施工、自動車販売代

理店の経営、自動給水鉢の販売及びレンタル業 

②所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

当社及び連結子会社は本邦に所在するため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

③海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 日） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

(要約) 前四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年６月 30 日） 科     目 

金 額 

 

Ⅰ 売上高 2,655,299 

Ⅱ 売上原価 1,888,533 

売上総利益 766,766 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 368,099 

営業利益 398,666 

 

Ⅳ 営業外収益 72,947 

１ 受取利息及び配当金 53,330 

２ その他営業外収益 19,617 

Ⅴ 営業外費用 52,669 

１ 支払利息 22,313 

２ 持分法による投資損失 26,744 

３ その他営業外費用 3,611 

経常利益 418,945 

 

Ⅵ 特別利益 11,988 

１ 固定資産売却益 409 

２ 投資有価証券売却益 11,579 

Ⅶ 特別損失 159,823 

１ 固定資産除却損 435 

２ 役員退職慰労引当金繰入額 159,388 

税金等調整前四半期純利益 271,110 

法人税、住民税及び事業税 126,689 

法人税等調整額 △1,418 

少数株主利益(控除) 35,685 

四半期純利益 110,154 
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(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年６月 30 日） 

区     分 金 額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 271,110 

減価償却費 156,501 

持分法による投資損益 26,744 

売上債権の増減額 274,572 

たな卸資産の増減額 △37,865 

仕入債務の増減額 △134,209 

長期預り保証金の増減額 11,098 

その他 △209,675 

小計 358,276 

法人税等の支払額 △585,271 

その他 33,689 

営業活動によるキャッシュ・フロー △193,305 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △199,781 

有形固定資産の取得による支出 △104,819 

有形固定資産の売却による収入 619 

投資有価証券の取得による支出 △435,212 

投資有価証券の売却による収入 354,105 

その他 56,823 

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,264 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 450,000 

短期借入金の返済による支出 △450,000 

配当金の支払額 △79,206 

その他 18,006 

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,199 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額 △582,770 

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 1,595,155 

Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末残高 1,012,385 

 




